
船橋校舎施設使用確認表(テニス場)20,4/,0/22 
曜日 ��ｨ��剩�､&ﾆ2�劔IDIEiFZGlH.lllJ 

ー1月1日 �7��ソフトテニス 劔-1-._学藤森､ レボリューション 

硬式庭球部(駿) 

数鞍点 劔 

11月28 ��+ � � ��ｷ�｢�剪��� ������劔 

1 �� � 放H6ﾘ�ｹ?�?���� ������ ��∴ンギ;†∴∴二,;_-__,豪莞二､ゝ 劍+%G定�ⅲ�亂ﾘﾘｸ曝ﾙX�8ｪﾘ�3ｸ蓼�2�� 

日月38 �� � � ��剪ﾇ�?�訝ﾓﾘ�9�ｹ;ﾂﾘ���H�E③ﾒ�ﾈｹﾒﾒﾓｴｦﾄﾆ辻ﾃ｣ｨ�b�� 椿停�剪���� 

-:て.--子規､三琵ご渓凄豪潜美葦竃巌i毛≡一望 剪�� ��剪�

- 劔子吉互譲滋表芸轟を妻妾::嘉宰牽 

･--I:I: 剪� 劔,ii言二:を二法,意表.=j淵 剴ﾖ亦粐���

ー1月4日 ���ソフトテニス 劔 剩����剴�c｣3�ﾒ�剪�

レボリューション 劔 劔��剪�剪�

硬式虚球部(敬) 劔 劔啝I?�?�y�ﾉmﾚB闔ｩ?��劍����る�ﾉ?�?�爾�剪�

教頼長 劔 劔��剪�剪�

11月5El ����ソフトテニス 劔 剪�������c3�ﾒ�剴��ｪC�b�8*���ﾅIJ�?�而Ccｳ3�ﾘ���#ﾔ��
レボリューション 劔 劔��剪�剪�

硬式庭球部(鞍) 劔 劔貿S･�4%H自�r�?��剪�馼ﾅ3��ﾚ2籔h�"�剪�

叔t■ 劔 劔��剪�剪�

11月68 ���ソフトテニス 劔 剪�������c｣3�ﾒ�劍�ｹjc�cｨ,ｨ.xｴ��'鉞ﾉo��ｦ湯����
レボリューション 読 劔 劔��剪�剪�

種痘呼称扱) 劔-.-!坤巧耕r-=∴.!斯卵革､妄_槻-._. 劔�*ｸ劍鋠�ｲ褪ﾘ�敲��ﾒ�剪�剪�

教場鼻 劔 劔��剪�剪�

日月7日 仞��ソフトテニス 劔 剪�������c｣3�ﾒ�剴�疋���ｨ,ｨｿほy���ﾝw鵤ﾘ*ﾙ,ふ3�ﾓ�汎��
レボリューション 劔 劔��剴�c｣3�ﾓ�謄��sh�����謄���剪�

硬式庭球鰍*) 劔-:準革撃_棉::~嘩時～唖野一呼野やV1 劔冕ﾚIuﾉ&h��數�ﾂ�剪�� ��

載せ鼻 劔 劔白�剪�剪�

11月8日 �7��ソフトテニス 劔 劔��剴撞��ﾓ�Ε��-ｲﾗBbﾔ��剪ﾒ��
レポl)ユーシヨン 劔 劔��剪�� ��

硬式虐球部(敬) 劔 劔��剴ｳｳ､鐙ﾄB�劍､8ﾊﾂ縒ﾘ敲ｪhｼ傀�ｷ��7�?�9倆B譏��襄b��劔1一部 

敬 �d､ﾂ�� 劔��剪�剪�

11月98 ��珊奇異耗≡※≡ ･=≡ミi..紬.::i:芯≡=i…= 剪� �� � ���*ｳｦ道z8�(�9I�+2�酢.三…≡圭 ���8ﾄﾙk8�9�9k8�ﾒ�竸9D�ｨ�����*ﾆ�������劔 峯横:牌冊鞭拭≡ 劔 �8C�'sｳ｣ｸ+�+�ｩ?�?�ｨｨ)�h帙ﾓ｣ﾖﾈ蔘ﾘ��+�yｹ*儼｣｣�蔗�劍,�����+�ﾓﾓﾓﾓｨ��'v亦靫���ﾖ噸｣ﾘ��+��� 冰��剪�剪� 

弓予畑≡=似≡g鰍; 劔坪野≡梯章ぎ印や…一柳≡章≡恥ぎ!印や声柳 劔��敦����

筆熟蕪鳥三主 劔 ��� �� ��ｨ�3ﾘ��(H皦�(ﾇ侏��減…三≡…≡ ������劔 

11月ー0日 佇��ソフトテニス 劔 劔佑cｨ�8/���ﾚ3ュ��剴�i?�3�ﾘ自�Fツﾙ��ﾓ��?����剪�
レポリキーシヨン 式&球春(戟) 劔 劔��剪�剪ﾖ箸�

IJ � 剪� 
尊雷 劔『■『『■ 劔��剪�劍�ぴﾘ����耳耳爾�

11月118 ���ソフトテニス 劔 剪���ｳc｣3ふ�ｫ��剴�c｣3�ﾓ���ｩ�scｨｨ#�ﾙ�2�剪�
レボリューション 劔 

16:30.- 劔 

硬式虚呼称駿) 劔汁,_二軍;...た �ﾈ8I>��ｪBﾘ巉ｾX."ﾚ#｢�劔�ｸ����5�敲閉�剪�剪�

教瀬見 劔 劔��剪�剪�

水 �5ﾈ7H6x6X6ｨ5��剪�劔 劔18:30-ー9泊8t6:30-一義oO 劔 

レボリューション 劔16:30-19ニ0016:30-19カ016:30-7 劔��剪�� ��

硬式庭球部(敬) 劔 劔��剪ﾘ���ｩ�B�劍敲��?ｨｭ以(ﾄIzi:���ｩ¥����

教鞍鼻 劔 劔��

11月1313 冦��ソフトテニス 劔 劔��剴�h6｣3�ﾘ�ｹW駛ﾙ,Y�ｧHﾚ��剪�
レボリューション 劔 劔��剴�c｣3�ﾒ�剪�

硬式庭球部(敬) 劔坤軒ー紳_∫.~暗礁～碓gg:~~噂鍵㌣ 劔�ﾇ�6ｨ敲ｨ(x｢�剪� � ��

数枚鼻 劔 劔��剪�剪�

11月148 仞��ソフトテニス 劔】 劔��剪�剪�
レボリューション 劔16=30-19:0016‥30-19伽l16:30-1 劔��剪�剪�

梗式庭球部(駿) 劔 劔��剽Hｷ(���剴�ｦｵ�ViobﾕIu(自'x耳耳�ｨ帚�

教職艮 劔i 劔��剪�剪�

土 �5ﾈ7H6x6X6ｨ5��劍耳耳ﾔi����$��錬濁鯵∴ ･ん~相加/ 劔 劔9.-00-18=00恒00-1kOO墓耗 劔轍一滴彰~~~:-て 劔��
レボリューション 

i叫声-; 劔 ��
硬式庭球部(敬) 劔��剴��劔剪づ�ﾓ�Tﾈﾌ竰ﾒﾒ�

教職見 13二00-18-=00｣ 劔i 劔 劔��

11月16日 ��ソフトテ � � ���ﾂ�剪�剪�剪�

L'ボlji+ 凵焜Vヨン;量 � ��� ��劔剪�

韓卓球車掛昌 劔 ��剴φ､�ﾃﾗ罟����｣�-3｣�Ω�+�ｨ�B韶X���ﾂ�

一二甥千二一 劔:ポー-i.- 剪ｸ���劔 

ー1月17日 佇��ソフトテニス レボリューション 劔 劔�B�剳ｳ�c｣3�ﾒ�剴�o��*#j�3ぺ�ｳ謄���h�C3�ﾓ�踏���
16:30-19:OOl 劔16:30-19:00116:30-19:00 劔I 

硬式魔球部(敬) ■噸濃 劔Te:甲 ���ﾘi4礼闔ｨ璽｣3�ﾗHﾚ闔ｩ5ﾓ3�5�ﾂ�
坤唯物-1蜘l 劔 鳴�凵z 

】】 劔��｢�剴��剴��



船橋校舎施設使用確認表(テニス場)
El 况ｩ?｢�場所 僊 ����2�D 燃�ド 排�H ��｢�J 

11月柑l3 ���ソフトテニス � ���� �� ��一二T鰍峰00 �� 
レボリューション � ����16:30-19カ0 �� �� �� 

硬式庭球琳壊) � ���� 帝?�Cﾙ�v�/"ﾒ�:I_蝉無嬢鮮三一､ ��ﾃｵ���｢��絢ﾙ?�r� �� 

教戦え � ���� �� �� �� 

11月f9fa ��R�ソフトテニス � ���� �� ��I:-I:準静怒撫野- �ｩoeFcﾗHﾝr簫�18:30J-坤:OB 
レボリューション � ���� �� �� �� 

式庭球軟駿) � ���� �7闔ｩ?�������｣ｨ��ｲ�･ー】軸肇稗∴-㌔ 倅���$�+�+�� �� 

赦■ � ���� �� �� �� 

11月208 ���ソフトテニス � ���� �� ��…こぞ6=盛蕪､f金甲:- 啜��)zi_(�X�)?��/ii由¢ー79:¢8 
レボリューション � ���� �� �� �� 

硬式庭球放漫)㌔ 勍ここ-.簿榔鍵三 陶?�耳耳蓼ｶhﾊﾅ�mﾗ粤rﾒ�汀･�xｨﾗ遅ﾇﾂ��を輔軽′轍■-,;-- �� �� �� 

赦せ鼻 � ���� �� �� �� 

日月218 仞��ソフトテニス � ���� �� ��T6:細.-fg.OO ��c｣3bﾘﾘ�#ｨ拠ﾒ�-t&;38-一g:OO 
レボリューション � ���� �� �� �� 

硬式庭球部(敬) 刄mt機中一柳■._ ������ �� �� �� 

教鞍点 � ���� �� �� �� 

一一月22日 �7��ソフトテニス � ���� ��9:叫-Te:00- �� �� 

レボリューション �9:00-18..00 ����9:00-18:00 �� �� �� 

硬式庭球部(敬) � ���� 鳴� ��蛸一事申p ��9�ﾉ�xｨ#｢羔ﾂ�-.C､ち掛軸- 

敬称鼻 � ���� 鐙,ｸ+��璽��仂�� �� �� 

11月23日 ��瀬綿♯蕪揖三言 � �� �� �� �� �� 
しポリ斗づ増結llll � ����9*｢ｨﾞY4侈ﾈ�2����蕀�ﾈ皦�(9�d�H�(�8���…言…≡護 �� � �� 

r:'Tf_一一 佗ｨﾟRﾒ簫��ｨ6ﾒﾒ�･.JI篠一㌢一報 ��ﾘ*ｸ*兩ｺBﾘ�r�

綿鼻嵩 凵ﾟ柵軸キ称畔 ���� � �� ��Jt 

11月248 佇��ソフトテニス � ���� �� �� �� 

レボリューション � ���� �� �� �� 

凍武郎#(敬) � ���� �� ��三三鱒軽挙喚一二′_ 鐙x｣�蔗ﾒ�I_越掛書妙 

､L■_鱒専一 � ���� �� �� �� 

火 �5ﾈ7H6x6X6ｨ5���� � ��I/6::始-tB:oQ ��c｣3bﾓx祥��� �� ��

レボリューション � ���� �� �� �� 

凍式庭球部(酸) �-一つ;､i鵬鮮三､ 册�/����ﾉ?�ｸ��訂�I��ｨ(+��一二鰍嘩鍵 �� �� �� 

教職負 � ���� �� �� �� 

11月26B ���ソフトテニス � ���� 苓���9�ﾈ���叶や-付○○ �'C3�/�_C�� �� 
レボリューション � ���� �� �� �� 

硬式虚呼鈴(敬) � ���� �� ��どゝ_i碑蝉壌ねこ: ��毒:鱒蘇轡､' 

教瀬見 � ���� �� �� �� 

11月27日 冦��ソフトテニス � ���� ��i?�3�ﾙG霓�?��推知～強bo ��o��ﾙ-ｹI��� �� 
レボリューション � ���� �� �� �� 

株式庭球鰍琴) � 壷_ﾈ6s�椁ﾂ��?��ﾉf�ｴ�6ﾗ��8��Jプ蝉晦-二l締. �� �� �� 

教鞍鼻 � ���� �� �� �� 

11月28E3 仞��ソフトテニス � ���� �ｨ璽iD�+Y&齏"�16:お～一束¢8 �� �� 
レボリューション � ���� �� �� �� 

硬式庭球部(早) � ���� �� �� ��ｸﾘH����i;7:鰍軸, 

数鞍A � ���� �� �� �� 

土 �5ﾈ7H6x6X6ｨ5���� � ��9:00-f3:~繭- 穆ｨ�"ﾓ�Δﾓ��� �� ��

レポリユ-シヨン � ���� �� ��a-00-18:00 涛｣��ﾗD#｣��� 

硬式庭球鰍敬) 凾ｵ■_;i:鵬線三-I 兌ﾉ}��I?�ﾄB�冉ﾘｫ#ｲ陜ﾈ�ﾘｼ儂��9こ粥や坪ざ轡-, �� �� �� 

敦鞍鼻 � ���� �� �� 辻� 

11月30白 ��6｢�童も稗僻軒樟 �- ��辻�- 定ｹﾘ���)D��ﾙJ位ﾈ�R�藁………単項蝉≡‡… ��8�9M�ｺ�.)zｨﾊﾃ���� 辻�- 
≡嫌車擁卓頑強招 � ���� �� ��弓≡渦中斡;梅軒壬≡i ���������y(h�(ｿ壱(�8�X�8ﾜ��毒を毒主紳)や碑琳≡…‡ 

鞍#** 倅xﾖﾈﾊﾈﾙR�…≒離軸輯重き主軸≡亨 �*ﾈ��*ｨ鳧.)X｢ｦ鐙���佛ﾈ��.(蕀��揵�Hｹﾘﾊﾈ���≡†≡軽三軸キ婚さゆ≧… �� �� �� 

鞍*軒黒 � ���� �;i�9$傅ﾈｿらHﾊﾂ� �� ��ト 


